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第 10 回ボーリング大会
ボーリング大会
主催：
主催：大阪イブニングロータリークラブ
大阪イブニングロータリークラブ
7 月 28 日（土）
、晴天で夏らしい陽気のなか大
阪イブニングロータリークラブ主催によるボー
リング大会が行われました。2 週間以上前から作
業の合間にも『ボーリング行く？どうする？』と
参加予定の利用者さんはこの日をとても楽しみ
にしていました。西野博子会長の開会の挨拶とと
もにいっせいにゲームスタート！

第 5 回いずみホール
いずみホール夢
ホール夢コンサート
（関西フィルハーモニー
関西フィルハーモニー管弦楽団
フィルハーモニー管弦楽団）
管弦楽団）
今年も昨年同様いずみホール夢コンサー
ト無料ご招待の案内が届き、16 名が楽しく
参加しました。
クラッシック！なんて・・・自身縁遠く、
プログラムを開いても？？？の曲目にあち
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ゃ～、コンサートが始まる前の正直な気持

参加者がそれぞれに一番得意な

ちです。その不安も開演と同時に聞いたこ

フォームで一生懸命に投げました。

とがあるなぁ～からもっと聞きたいに変わ

ピンが倒れて大はしゃぎする人や、毎回の投球フ
ォームが違う人。スコアよりも皆の楽しんでいる
イキイキとした笑顔が印象に残るボーリング大

っていき解消されました。この企画の主旨
に｢普段コンサートに出かける機会の少な
い障害をもつ方とサポートされる方が一緒

会でした。２ゲーム
を楽しんだ後はロ
ータリークラブの
皆さんとの食事会、
ボーリングの表彰

がとうございました。

スに応じて利用料の一部を負担する「応益負担」、

ていけるようまた利用者・ご家族の方には

障害の特性や内容を十分に反映できない「障害程

発想の
発想の転換と
転換と創意工夫

その機会を活かしていただけるよう切に感

度区分」、自立とうたいながら所得範囲を同一世

制度的には様々な問題

じました。

帯の家族まで含む問題、そして「日払い」などに

を含み課題の多い障害者自立

よる事業所運営の圧迫など多くの問題が指摘さ

支援法ですが、「障害者の自立」という理念は、

れ、成立後も全国で大きな運動が続きました。そ

私達事業者や、そこで働く職員はじめ家族にとっ

の結果、2 度にわたる負担軽減措置が行われ、厚

ても支援
支援とは
支援 とは？
とは ？ を見直す良いチャンスとなりま

生労働省の事務方でさえ、「もはや法律の根幹が

した。作業所単位の支援から一人ひとりの個別支

8 月 27 日㈪天王寺の都ホテルにて

つぶれている」と感想を漏らすものとなっていま

援計画に沿った授産活動をどう創り出していく

クラブ側のご出席者を含め総勢 30

した。

か、試行錯誤しながらの毎日ですが、利用者の皆

（川岸 秀樹）

帝陵ライオンズクラブ
帝陵ライオンズクラブ主催昼食会
ライオンズクラブ主催昼食会

賛助会員ご
賛助会員 ご 入会ありがとうございました
入会 ありがとうございました

名余りで催された食事会も今年で 8 回

伊藤喜子（4 月に入会して頂いていたのに、

を重ねました。バイキング形式とあっていろんな

前回の名簿に記載されていませんでした。お

種類のお料理を満遍なく食する方、90 分食べて

詫び申し上げます）

飲み続けた方、一定の食材に固執（しかもご飯や

さんはこれらの新しい取り組みに戸惑いながら

自立支援制度改正に
自立支援制度改正に向けて
きな局面
局面を
大きな
局面
を迎える

も、さまざまな場面に対応し生き生きと活動され
ている姿にたくましささえ感じます。今年で 2 回
目となった法人全体旅行でも旅のあちこちで落

が「応益負担の凍結」「事業者財政支援」
「来年 1

ち着いて行動している利用者さんの姿がとても

月からの実施」を柱とする「障害者自立支援法改

印象的でした。これしかできない
これしかできないからこれなら
これなら
これしかできない

なり、利用者の方

正案」を提出、これに与党公明党が「十分に検討

（こうすれば）
こうすれば）できるという発想の転換と創意工
できる

々も大満足のひと

に値する」という態度を表しています。その背景

夫が今後とも求められています。

ときを過ごせたこ

には、自民党総裁選で当選した福田氏がその公約

とと思います。

で「自立支援法の抜本的改革」を掲げていたこと

意見箱設置

田中会長はじめク

は勿論ですが、制度開始後、全国の障害者、団体、

保護者会でも通知させていただき

ラブの皆々様には阿倍野区から東住吉区へ

関係者がさまざまな問題のある中で、とりわけ

ましたが、各事業所作業所に意見

パン）した方と色々でしたが、おいしいものや好

金在仁（敬称略）

きなものをお腹イッパイ食べるというのは実に
和やかな気持ちに

大阪イブニングロータリークラブ
野口照代・連合保護者会（
（敬称略）

続き求められています。

そうした中、参議院選挙での躍進により民主党

金谷圭一・金谷久子・金谷文範・谷山京万・

寄付・寄 贈 ありがとうござい ました

人ひとりが声をあげ行動に表していく事が引き

の通りで貴重な社会経験を今後とも提供し

チームにはカップをいただきました。皆でめいっ
ブニングロータリークラブの皆さん、本当にあり

んが、私たち家族、利用者、施設が手をつなぎ一

障害者自立支援法は
障害者自立支援法 2005 年に成立し、サービ

品をいただき、優勝

ぱい楽しく過ごさせて頂いた一日でした。大阪イ

もはや法律
もはや法律の
法律の根幹がつぶれている
根幹がつぶれている

に音楽を楽しむ。｣とありますが、まさにそ

式。参加者全員に賞
ゲームを
ゲームを終えて記念撮影
えて記念撮影

会員数
個人正会員
個人賛助会員
団体賛助会員

編集後 記

め っき り 秋 ら しく

な って、朝夕涼 しくな

ってきま したが、体 調

を 崩 さ な いよ う に気

を つけ て下さ い。 前

号 よ り広 報 部 担 当 と

な りま した八木 です。

読 ん で皆 さ ん の笑 顔

が こぼ れ る広 報 紙 ！

を 目指 し て努 力 し て

参 り ま す の でど う ぞ

よ ろ しく お 願 い いた

します。

の移転後も変わらぬご支援をいただき心より感
謝しております。心をこめて感謝状を贈らせて頂
きました。

「応益負担の廃止」の一点で一致し、統一した運
動を続けてきたことも大きな意義があったもの
と思われます。今後、まだまだ予断は許されませ

箱を設置いたしました。ご意見お
待ちしております。

（２）
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（３）

楽しかった湯郷温泉
夏の気配が
気配が残る 9 月 20 日～21 日待ちに
日待ちに待
ちに待った法人全体旅行利用者
った法人全体旅行利用者 43 名職員 17 名理事保
護者 11 名総勢 71 名で岡山県湯郷温泉方面に
岡山県湯郷温泉方面に行ってきました。
ってきました。
世界にたった
世界にたった一
にたった一つのキーホルダー
つのキーホルダー
バスに
バスに乗ってサァ
ってサァ出発
サァ出発!!
出発!!
ドイツの
ドイツの
森にて

昨年の
昨年の経験をふまえ
経験をふまえ、
をふまえ、今回はとても
今回はとてもスムーズ
はとてもスムーズに
スムーズにハイポーズ!!
ハイポーズ!!

そうめんの里
そうめんの里で
見学と
見学と昼食

お花畑を
花畑を散策中

頑張ってます
頑張ってます 収益部会
＊7 月 24 日（火） 駒川祭り
駒川祭り
＊8 月 4 日（土）

南百夏祭り
南百夏祭り

＊10 月 13 日（土） 大阪城フリーマーケット
大阪城フリーマーケット
さあー
さあー、乾杯!!
乾杯!!

＊10 月 21 日（日） 区民フェスティバル
区民フェスティバル
毎年恒例となった駒川まつりに参加しました。暑い

おみやげも買
おみやげも買って

中たくさんの保護者、利用者さん、職員の参加があり

湯郷温泉

ました。中でも楽しかったのは特設ステージでの飛び

美春閣にて

入りカラオケ大会です！『今回で三回目のご登場○○
さんです！』と紹介され(覚えられている・・・)“浪花
節だよ人生は”を熱唱してくれていたＫ君！これには

一番の
一番の楽しみ宴会
しみ宴会と
宴会とカラオケ

本当に楽しませてもらい沿道のお客さんからも大声
援をいただきました。販売の成果のほうはまあまあ…
というところでしたがこの夏楽しい思い出がまたひ
とつできました。来年の熱唱に乞うご期待！！
年末物品販売の
年末物品販売の協力のお
協力のお願
のお願い
10 月 9 日（火）大和川園保護者会に協力依頼のお
願い（収益担当松浦さん）をしてきました。快く受け
てくださいました。法人内部でも積極的にがんばって

修学旅行思い
修学旅行思い出すナァー

あーあ、つかれた

カラオケでのりのりに
カラオケでのりのりに歌
でのりのりに歌います。
います。

取り組んでいただきますようお願いします。

